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【令和2年度一般会計補正 歳出】22億5,500余万円の増額　累計2,617億7,200余万円
　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費、年間を通じて過不足が見込まれる
経費などが中心に計上されました。
歳出では、まず、国の補正予算を活用して実施する、特定不妊治療費助成の制度拡充に要する経費、

排水機場改修事業費、道路ストック長寿命化事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、避難経路等
確保事業費、街路事業費、小・中学校の外壁改修やトイレの洋式化を行うための経費、小 ･中学校の感
染症対策に要する経費などが計上されました。
　次に、感染症対策として、PCR検査等に要する経費の追加分や新型コロナウイルス感染症患者を受け
入れた市内の医療機関に対する市独自の支援金などが計上されたほか、国民健康保険事業特別会計繰出
金、訓練等給付費、生活保護費、企業誘致推進事業費などの追加分、下水道事業会計繰出金、子ども医
療費助成事業費の減額分など年間を通じて過不足が見込まれる経費に加え、「お店を応援☆キャッシュレ
スでお得」事業費の追加分や事業継続支援金交付事業費の減額分など、新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金活用事業についても過不足調整が行われました。
　さらに、倉敷ファッションセンター管理運営事業費や民間保育所施設整備助成事業費などについて債
務負担行為の設定及び変更を行うとともに、避難経路等確保事業費等の繰越明許費が計上されました。
一方、歳入では、減額分として、感染症の拡大に伴う企業業績の悪化などにより減少が見込まれる市

税や地方消費税交付金などが計上されているほか、増額分として、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金やモーターボート競走事業会計からの繰入金などが計上され、財政調整基金により財源
の調整がされました。
　この結果、一般会計では22億5,500余万円の増額となり、累計では2,617億7,200余万円（前年度同
期比121.9％）となりました。

【2月定例会】2月16日～3月17日までの30日間で審査
　倉敷市議会２月定例会が２月16日～３月17日の30日間で開催されました。今議会では、初日に令和２年度一
般会計補正予算などを含め、予算関係10件、条例関係２件、事件関係９件が提案報告され、２日目に令和２年度
一般会計補正予算など都合21件を可決・了承致しました。２日目には引き続き、令和３年度一般会計当初予算な
どを含め、予算関係11件、条例関係28件、事件関係９件の都合48件が提案されました。
　そして、代表質問２日間、一般質問４日間を行い、一般質問最終日には、令和２年度と令和３年度の一般会計
追加補正予算と請願１件が追加され、各常任委員会にて審査した結果、すべての議案について可決し、請願につ
いては継続審査となりました。また、議会最終日に人事関係２件も追加され、同意、承認致しました。

【平成30年7月豪雨等災害関連経費：単位（千円）】
災害救助法等関係経費 災害復旧費 その他災害関係経費 合　計

令和２年度11月補正予算までの額 25億5万円 132億8,097万円 335億5,663万円 493億3,765万円
令和２年度２月補正 ･追加補正及び
令和３年度当初 ･追加補正予算額 2,660万円 5億4,639万円 16億5,481万円 22億2,780万円

平成30年7月豪雨以降の災害関連経費（実績+予算）の累計 515億6,545万円
【新型コロナウイルス感染症対策経費：単位（千円）】
令和２年度１月補正 (専決 ) 予算までの額 令和２年度２月補正 ･追加補正予算額 令和３年度当初 ･追加補正予算額 合　計
567億4,459万円 7億3,071万円 45億1,558億円 619億9,088万円
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【令和3年度一般会計 歳出】1,892億300余万円
令和３年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市税収入の大きな減収が見込まれ

るなど厳しい財政状況の中でも、「新しい生活様式」を推進し、持続可能な未来へ着実な歩みを進める「安心・
安全と持続可能なまちづくり予算」と位置づけて予算編成が行われました。市として重点的に取り組む事業
として、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費、真備地区復興計画に基づく事業、第七次総合計画に
掲げた施策のうち地方創生への取組である「倉敷みらい創生戦略」及び「高梁川流域圏成長戦略ビジョン」
に掲げた事業、市長公約関連事業、都市・生活基盤等整備事業に財源の重点的な配分が行われました。
歳入については、感染症拡大に伴う景気の低迷や雇用環境の悪化により法人市民税や個人市民税が大幅に

減少するなど、市税全体としては、令和２年度当初予算に比べ約61億円の減収を見込んでいます。また、国
の制度で軽減する固定資産税等の補てん財源である新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付
金約18億円を加えた実質的な税収と比べても、約43億円の減収見込となり、市税全体では、リーマンショッ
ク時と同等の減収を見込む一方で、地方交付税とその代替財源である臨時財政対策債は約29億円の増額を見
込んでいます。
歳出については、まず、感染症対策に要する経費として、新型コロナウイルスワクチン接種事業費、消毒

液の購入など公共施設等の感染防止対策に要する経費に加え、地域経済の活性化やポストコロナを見据えた
観光客誘致への取り組みとして、市内事業者の感染症対策を支援する事業継続相談・「新しい生活様式」普及
啓発事業費、新型コロナウイルス対策取組宣言店で使えるプレミアム付き会食応援券の発行や地域経済の活
性化を目的として販売促進や消費喚起事業を実施する事業者グループ等の支援を行う、立ち上がろう！「ま
ち活」応援事業費、前売り宿泊割引プランを販売するぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」事業費等が計上され
ました。
　次に、災害関連経費として、真備緊急治水対策事業費、避難経路等確保事業費、復興防災公園（仮称）整
備事業費、被災高齢者向け住宅再建支援事業費、地域集会所災害復旧費助成事業費、まきびの里保育園災害
復旧事業費などが計上されました。
子ども・子育て・教育に関する施策として、民間保育所施設整備助成事業費、施設型・地域型保育給付事業費、
一時預かり等を行う民間保育所等特別保育事業費、放課後児童クラブ実施事業費、産後ケア事業費、特定不
妊治療助成事業費、不育症検査助成事業費、英語教育推進事業費、大高小学校給食調理場・校舎整備事業費、
箭田小学校上屋付プール建設事業費、地域連携による学校支援事業費、倉敷公民館施設整備事業費などが計
上されました。
文化・産業に関する施策として、まず、東京一極集中の是正に向けた取組を推進する中で、本市への移住

者を増やすため、新たに、テレワーク移住した方の家賃等を支援する経費や県外事業者によるサテライトオ
フィス等の開設を支援する経費などが計上されました。このほか、日本遺産推進事業費、赤ワイン用新ブド
ウ品種開発事業費、異業種間の事業者交流を行う高梁川流域クロッシング事業費、中小企業と金融機関が連
携した持続的成長への取組を支援する金融機関連携型中小企業支援事業費、修学旅行の誘致拡大などを行う
経費、宿泊クーポンの発行などを行う高梁川流域観光誘客事業費、地域の「食」を活かした高梁川流域地域
間観光連携事業費など計上されました。
生活環境・防災・都市基盤整備に関する施策として、景観形成地区の屋外広告物等の改修費を助成する経費、
居住誘導区域の空家を居住目的で改修する費用を助成する経費、排水機場の改修を行う浸水対策事業費、た
め池防災減災事業費、（仮称）倉敷西部クリーンセンター整備運営事業費、（仮称）白楽町汚泥再生処理センター
等整備事業費、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業費、阿知３丁目東地区市街地再開発事業費、道路ストック
長寿命化事業費、小田川合流点付替えに伴う橋梁新設事業費、交通安全施設整備事業費などが計上されました。
保健・医療・福祉に関する施策として、風しん対策事業費、地域リハビリテーション活動支援事業費、く

らしき健康応援事業費、いきいきポイント推進事業費、ふれあいサロン活動促進事業費、認知症カフェ・認
知症地域支援推進事業費、認知症サポーター養成事業費、老人福祉施設整備助成事業費、民間障がい福祉施
設整備助成事業費、生活困窮者自立支援事業費などが計上されました。
SDGs・行財政などに関する施策として、SDGs 推進事業費、倉敷児童館・有城荘・ふじ園を合築して複合

施設を整備する総合福祉会館整備事業費、PFI 手法を活用した中央斎場整備事業費、AI・RPA 推進事業費な
どが計上されました。この結果、令和３年度一般会計当初予算額（含：当初追加補正予算）は、1,892億300
余万円、令和２年度の５月補正予算を除いた６月補正予算による肉付け予算後と比較すると73億9,100余万
円、率にして約3.8％の減少となりました。

○倉敷市議会ホームページ▶ http://www.city.kurashiki.okayama.jp/gikai/

○議会映像配信（生中継・録画中継）▶http://kurashiki.media-streaming.jp
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〈一般会計当初予算〉　～主な歳出の概要～

【平成30年７月豪雨等災害関連経費】

◇真備緊急治水対策事業（有井橋の架け替え）
 【１億7,483万円】
　県が実施する有井橋架
替え費用の一部負担と、
拡幅する市道の物件補償
を行います。

有井橋通行止め：２年間
令和３年４月１日～令和５年３月31日
◇避難経路等確保事業【２億6,410万円】

　避難時に支障となる狭
あい道路を解消し、安全
な避難経路等を確保しま
す。真備町岡田78号線、
真備町有井６号線ほか

◇公立保育所災害復旧事業【３億8,447万円】
　被災したまきびの里保育園
を復旧します。
（令和３年秋復旧予定）

◇復興防災公園（仮称）整備事業【１億2,282万円】
　小田川沿いに復興防災
公園（仮称）を整備します。
　令和３年度は用地の購
入等を行います。

◇被災者見守り・相談支援等事業【１億4,842万円】
仮設住宅の入居者等に対する

見守りや日常生活、生活再建に関
する相談支援、住民同士の交流の
機会の提供などを行います。
◇被災高齢者向け住宅再建支援事業【１億11万円】

　年齢により通常の融資を受
けることが困難な、60歳以
上の被災者の住宅再建を支援
するための住宅再建融資に対
する補助を行います。

【令和3年度当初予算災害関連経費以外】

◇子ども医療費助成事業【18億9,057万円】
　小学校６年生までの通院医療費と
中学校３年生までの入院医療費を助
成（無料化）します。

◇高梁川流域保育士確保対策事業【802万円】
　高梁川流域圏域の保育士確保
を目的に保育士就職支援コー
ディネーターを配置し、認可保
育所等での就労希望者を対象と
した保育実習体験や離職防止に
向けた研修会等を実施します。
◇大高小学校給食調理場・校舎整備事業
 【債務負担行為　17億7,200万円】

　給食調理場及び校舎を合築し
て建設するため、債務負担行為
を設定します。
（令和６年３月完成予定）

◇箭田小学校上屋付プール建設事業

【１億9,002万円】【債務負担行為：２億2,200万円】

　高馬川の堤防拡幅に伴う
箭田小学校プール移転にあ
わせて、近隣小学校と共同
使用するための上屋付プー
ルを整備します。
（令和４年10月完成予定）
◇運動公園再生整備推進事業【４億4,000万円】
 【債務負担行為：３億9,000万円】

　水島緑地福田公園の再
生整備工事を行います。
（令和５年度完了予定）

◇倉敷国際トライアスロン大会の開催【2,282万円】
　第11回倉敷国際トライアス
ロン大会を開催します。開催日：
令和３年９月12日（日）（予定）

岡田小学校 避難路
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◇企業誘致推進事業【８億7,476万円】

　市内産業の活性化、競争
力強化、雇用の維持・創出
を図り、税収の増加につな
げるため、工場等の新増設

等を行う事業者への助成を実施します。
　・企業立地促進奨励金（４件）・設備投資促進奨励
金（67件）・オフィス誘致補助金（10件）など
　※ オフィス誘致補助金については、令和３年度より、
県外事業者のサテイトオフィスやレンタルオフィ
スの開設経費も対象として拡大します。

◇電気自動車等導入費補助事業【2,250万円】

　電気自動車・プラグイン
ハイブリッド自動車・燃料
電池自動車及び普通充電設
備・充放電設備の導入促進
のため助成を行います。

（補助額）
　・ 電気自動車20万円／台（予定台数）50台
　・ プラグインハイブリッド自動車10万円／台
　　（予定台数）100台
　・燃料電池自動車50万円／台（予定台数）２台
　・普通充電設備10万円／基（予定基数）10基
　・充放電設備10万円／基（予定基数）５基
◇中小企業への省エネ設備導入促進事業

 【1,500万円】

　専門家による省
エネ診断に基づ
き、CO2削 減 効
果が一定量以上見

込まれる設備更新を実施する中小企業に対し、補助金
を交付します。
（対象設備）
　高効率空調設備、高効率ボイラー、LED照明、
　太陽光発電システム、太陽熱利用システム、
　リチウムイオン蓄電池等の導入経費
（補助額）　対象経費の１／３ 上限300万円
◇交通安全施設整備事業【４億2,091万円】

　交通安全対策や用水路等への
転落防止対策を推進するため、
ガードレール、転落防止柵、区
画線等を整備します。

◇災害備蓄品整備事業【5,788万円】

　避難所開設時における食
糧などの避難生活用品やマ
ンホールトイレ用便器・テ
ントなどの災害対応用資機
材などを整備します。また、

公民館33館に防災用保管庫や簡易トイレ等を整備し
ます。
◇阿知３丁目東地区市街地再開発事業

 【16億505万円】

　再開発組合に対し、建
築工事を行う費用を補助
します。また、市営駐車
場等の整備費を負担しま
す。
　施行区域面積　約1.7ha
　（令和３年９月開業予定）
◇倉敷駅付近連続立体交差事業【2,305万円】

　倉敷駅付近の高架
化を推進するため、
県等と連携し高架側
道などの調査検討を
行います。
◇新型コロナウイルスワクチン接種事業

 【26億6,806万円】

　新型コロナウイルス感染症のワ
クチン接種を実施します。

◇総合福祉会館整備事業【７億6,511万円】

　新総合福祉会館（仮称）
の建築工事を行います。
※ 倉敷児童館、有城荘、
ふじ園の複合施設とし
て整備（令和４年４月開館予定）
◇特定不妊治療助成事業【２億3,170万円】

　不妊症の夫婦の特定不妊治療（体
外受精など）や男性の不妊治療に対
し治療費の一部を助成します。
【対象年齢】妻の年齢が43歳未満
【助成回数】 １子ごと６回まで
　※40歳以上43歳未満は３回まで

　　　　　　　　【助成上限額】 10～30万円／回

（イメージ図）


